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梅岡比俊

医療法人梅華会理事長

医療の質を統一した分院展開
人材育成と組織づくりに注力
医療法人梅華会耳鼻咽喉科クリニックグループは、
兵庫県内に3 診療所を展開。

9月には新たな診療所がオープンする。
「患者に寄り添い、
共感する医療」をより多くの人に提供したいとの
思いから組織拡大を図る梅岡比俊理事長が現在力を入れているのが、
人材育成と組織づくりだ。
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２００８年、兵庫県西宮市の
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分院展開にあたっては
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Clinic Data

けを行い、患者さんにろくに説明

2

2014.8 CLINIC BAMBOO

(C) 2014 日本医療企画.

1999 年 奈良県立医科大学卒業
1999 年 同大学耳鼻咽喉科臨床研修医
（麻酔科、
救急科ローテート）
2001 年 野口病院耳鼻咽喉科医員
2002 年 星ヶ丘厚生年金病院（現・独立
行政法人地域医療機能推進機
構 星ヶ丘医療センター）
耳鼻咽喉科医員
2004 年 医療法人耳鼻咽喉科麻生病院
医員
2004 年 耳鼻咽喉科認定医取得
2006 年 耳鼻咽喉科麻生病院医長
2007 年 市立奈良病院耳鼻咽喉科科長
2008 年 梅岡耳鼻咽喉科クリニック開設
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■所在地
兵庫県西宮市樋之池町 22-2
TEL：0798-70-3341
■診療内容
耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、アレルギー
科

↓新卒職員の採用を行う同グループ。
梅岡理事長は
自身の考えや理念が伝えられるよう、職員と積極的
にコミュニケーションを図る

うめおか・ひとし

←梅岡理事長は患者と向きあい、理解を深めることを
重視している

Pickup Point

3つの診療所を展開（今年 9 月にさらに1
診療所オープン予定）する医療法人梅華会
耳鼻咽喉科グループ。診療所間で医療の
質の統一を図るべく、さまざまな工夫を行っ
ている。
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科クリニック」を、 年にはＪ

そんなとき、思いを同じくする医

提供するには、
複数の拠点が必要。

さんに寄り添う医療を多くの人に

ら に 今 年 ９ 月 に は、
「武庫之

ク」を開設した梅岡理事長。さ

梅華会耳鼻咽喉科クリニッ

Ｒ芦屋駅前に「 ＪＲ芦屋駅前

りを行っていきたいと思っ

員を育て、徐々に組織づく

を設けながら将来の幹部職

すが、こうしたポジション

ジャーは配置したばかりで

な っ て し ま い ま す。 マ ネ

師に出会い、分院の展開を決意し
荘駅前梅華会耳鼻咽喉科クリ

ています。

になりました。私が目指す、患者

たのです。
ニック」をオープンする。

分院展開に際しては、医師同士
複数の診療所を展開するうえで

ら新卒職員の採用を開始し

りという点では、４年前か

当グループでは、常勤職員は一

療への思いへの共感度の高
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←今年 4 月に入職したマネジャーとの打ち合わせ。
ス
タッフからの意見などを集約して梅岡理事長に伝えて
いる

将来に向けての組織づく

した。現在、私を含めて６人の常
は、医療の質を統一する仕組みづ

ます。ほかの医師には、
「患者さん

カ所の診療所に固定せず、複数の

い人材を選べるのが大きな

→患者への説明に力を注ぐ同グループでは、iPad で
閲覧できる疾患説明動画などを用意

の意思統一を図ることを重視しま
勤医がいますが、出身医局が違う
くりが不可欠です。
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診療所で勤務する体系としていま
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ます。
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す。こうすることで、診療所間で

もう１つの仕組みとして、４月

とも多く、これも大きな収

に、
Ｂ先生は╳╳だと言う」
といっ

から常勤の「マネジャー」を配置し

穫です。昨年入職した新人

ちろん教育は中途職員より

ました。私自身、経営に専念して
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しっかりして、２年も経つ
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と立派な戦力となっていま
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す。 若手人材の育成と組

ができ、
“ローカルルール”の発生

きか」と、具体的なケースをもとに

が複数の診療所を訪問して日常業

織づくりを通じて、より多

乱し、満足度も低下します。そう

しながら毎月定期的に考え方をす

務の様子を確認したり、職員の意

くの患者さんに理想とする

教育のなかで私もほかのベ

り合わせする会議をしています。

見を聞き、それを集約して必要な

医療を届けられるよう、今

を防ぐことが可能です。

一貫性を持って診療ができる体制

情報を報告してもらっています。

後も成長を続けていきたい

ならないために、医師同士が「こん

の構築が不可欠です。

組織が大きくなると、経営者１人

ですね。

テラン職員も教えられるこ

２０１１年に阪神西宮駅前に

だけではだんだんと目が届かなく
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医療の質を統一する
仕組みづくり

「阪神西宮駅前梅岡耳鼻咽喉

↑笑顔の職員が出迎えてくれる明るい雰囲気の受付
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